
中小機構ブースのご案内 小間No.D-29

Welcome to the
SME Support, 
JAPAN Booth!

中小機構が所有する29のビジネスインキュベータでは、 
さまざまな分野で注目すべき最先端技術を持った約500社
の企業が、新事業開発に取り組んでいます。
そのうちバイオ系企業が30〜40%を占めており、今回の 
バイオジャパンでは、そのうち27社が技術や製品をご提案
いたします。ぜひ当ブースにお立ち寄りください。

Take an opportunity to meet 27 cutting edge bio-ventures 
selected from around 500 tenant companies at our 29 incubation 
facilities across Japan.
SME Support, JAPAN is an independent administrative agency 
that manages the largest number of incubation facilities in 
Japan. We provide leading incubation programs in collaboration 
with universities and diverse industries with aim of supporting 
companies innovation. The 27 companies presented here 
today seek to introduce their products and technologies, and 
represent the leading bio-ventures at our incubation facilities, 
which make up 30 - 40% of all occupants.
Stop by our booth to discover new possibilities!
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01 CELLINK株式会社 CELLINK KK

02 セルジェンテック株式会社 CellGenTech,Inc.

03 ファイトケム・プロダクツ株式会社 Phytochem Products Inc.

04 インテリジェント・サーフェス株式会社 Intelligent Surfaces Inc.

05 株式会社ファルネックス Farnex Incorporated

06 iBody株式会社 iBody Inc.

07 株式会社幹細胞＆デバイス研究所 Stem Cell & Device Laboratory, Inc. (SCAD)

08 株式会社アルガルバイオ AlgalBio　Co.,Ltd
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09 株式会社ナティアス NATiAS Inc.

10 メディギア・インターナショナル株式会社 MediGear International Corporation

11 株式会社血栓トランスレーショナルリサーチラボ Thrombo Translational Research Lab Inc.

12 株式会社TBA TBA Co., Ltd.

13 株式会社ペルセウスプロテオミクス Perseus Proteomics Inc.

14 株式会社chromocenter chromocenter Inc.

15 株式会社A-CLIP研究所 A-CLIP　Institute　Co.,Ltd.

16 株式会社ランファム The Laboratory of Natural Food and 
Medicine Co.Ltd

17 シーエステック株式会社 CSTEC　CORPORATION

18 出島トンボロ株式会社 Dejima　Tombolo Co.,Ltd

19 OHTA合同会社 Optimal Health Total Approach LLC.

20 株式会社ファルマクリエ神戸 Pharmacrea Kobe Co. Ltd.

21 株式会社ロジック Logic Co.,Ltd

22 株式会社プロテックス PROTECTS Co.,Ltd.

23 マイキャン・テクノロジーズ株式会社 MiCAN Technologies Inc.

24 株式会社マイクロジェット MICROJET Corporation

25 株式会社積進 Sekishin Co.,Ltd.

26 株式会社ゲノム創薬研究所 Genome Pharmaceuticals Institute Co., Ltd.

27 JFEテクノリサーチ株式会社 JFE　Techno-Research Corporation

再生医療・細胞（治療）
Regenerative Medicine /  

Cel Therapeutics

機器・分析（サービス）
Medical Device /  

Analytic Equipment & Service

創薬・診断
Therapeutic Drug / 

Diagnostic

環境・エネルギー
Environment / Energy

化学品
Fine Chemicals

ヘルスケア
Healthcare

出展企業一覧
Exhibitors List
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求む!
バイオプリンティングは未来の医療に革新を起こします。
The future is created in the present, and bioprinting will change the future of medicine.

01
〒602-0841 京都市上京区河原町通今出川下る梶井町448-5　クリエイション・コア京都御車　３０２号室
#302, 448-5, Kajii-cho, Imadegawa-sagaru, Kawaramachi-dori,Kamigyo-ku, Kyoto city, Kyoto Japan

080-6307-8503　 https://www.cellink.com/jp/

CELLINK株式会社
CELLINK KK

クリエイション・コア京都御車

Available in English

「バイオプリンティングに関心はあるが、自分の研究に合うかどうか分からない」「多様な技術や試薬の
なかで実験に最適なものがどれか選べない」「温めている実験アイデアはあるが、実現性について判断で
きない」このようなお悩みを持つ方はぜひ私達にご相談ください。CELLINK 日本チームのエキスパー
トが、研究に最適なバイオプリンティング手法をお客様と一緒に検討いたします。
In 2016 CELLINK commercialized the world’s first bioink, a 
biomaterial innovation eight years in the making. That milestone 
was the first of many along the company’s four-year journey to 
become the world’s leading bioprinting company with systems 
used to optimize cell-based applications. Today CELLINK’s 
customers conduct innovative research that is changing the 
future of medicine.

求む!
遺伝子導入ヒト脂肪細胞医薬品の共同研究、共同開発企業を求めています。

02
〒260-0856 千葉市中央区亥鼻一丁目８番15号
1-8-15, Inohana, Chuo-ku, Chiba city, Chiba, Japan

043-441-4121　 http://www.cellgentech.com/

セルジェンテック株式会社
CellGenTech,Inc.

千葉大亥鼻イノベーションプラザ

Available in English

難病や希少疾病治療用の遺伝子導入ヒト脂肪細胞医薬品GMACの研究開発を行っています。脂肪細
胞は、がん化リスクが低いと言われ、寿命も約10年で、GMAC移植後治療タンパク質の長期に亘る持
続分泌が期待される再生医療等製品です。現在、LCAT欠損症を対象に再生医療臨床研究にて、3年
以上に亘る安全性・有効性が確認されており、実用化に向け
て治験実施中です。
Cellgentech,Inc. is making efforts to develop “Genetically 
modified adipocyte-GMAC” which is a therapeutic gene 
transduced human adipocytes for patients suffering from 
intractable diseases. We confirmed the improvement of lipid 
metabolism and complications based on LCAT deficiency 
more than 3 yrs. We are conducting the clinical trial for LCAT 
deficiency with GMAC.

求む!
米ぬか由来スーパービタミンEを食品原料、化粧品原料、機能性試験で利用される方
Looking for companies that use super vitamin E from rice bran in food, cosmetic, and functional tests.

03
〒980-8579 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 6-6-40 
6-6-40, Aoba, Aramaki-aza, Aoba-ku,Sendai, Miyagi, Japan

022-226-8818　 http://www.phytochem-products.co.jp/

ファイトケム・プロダクツ株式会社
Phytochem Products Inc.

T-Biz（東北大学連携ビジネスインキュベータ）

Available in English

ファイトケム・プロダクツは、東北大北川研究室で開発された世界初のイオン交換樹脂法を活用し、未
利用バイオマスに含まれる脂溶性の機能性成分群を低環境負荷かつ安全・安心な形で高純度回収し
ています。第一弾として、米ぬか由来の高純度スーパービタミンEを製品化しました。研究用途、食品や
化粧品用途で利用してくださる企業を募集中です。
Phytochem Products utilizes the world’s first ion exchange resin 
method developed in Tohoku University, and produces fat-soluble 
functional ingredients contained in unused biomass in a safe with 
low environmental load. As the first step, we have commercialized 
high-purity super vitamin E from rice bran. We are looking for 
companies to use for research or functional tests, food and 
cosmetics.

We are seeking partners, pharmaceutical companies, life science related companies who are interested in our 
technology of “transduced adipocyte-based medicine”

化学品
Fine Chemicals

再生医療・細胞（治療）
Regenerative Medicine /  

Cel Therapeutics

再生医療・細胞（治療）
Regenerative Medicine /  

Cel Therapeutics

求む!
表面処理・表面改質に課題をお持ちの方
Any issues/challenges related to surface treatment? 

04
〒277-0882 千葉県柏市柏の葉5-4-19 東大柏ベンチャープラザ305
#305, 5-4-19, Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba, Japan

04-7168-0390　 http://intelligent-surfaces.co.jp

インテリジェント・サーフェス株式会社
Intelligent Surfaces Inc.

東大柏ベンチャープラザ

Available in English

生体親和・血液適合・タンパク質非吸着・親水・防汚・潤滑に優れたMPCポリマー合成とコーティン
グ手法により、種々の素材表面を改質する技術を有しています。MPCポリマーは既に医療機器へ採用・
搭載されていますが、これまでコーティング手法が限られていたため広がりも限定的でした。企業様の
ニーズにあわせたMPCポリマーを合成し、製品に応じた最適なコーティング手法を開発することで、表
面改質の対象を拡大します。
We have lots of materials and techniques of coatings of MPC 
polymers onto various materials. So far the applications have been 
limited to small field due to the limitation of coating technology, while 
MPC polymers have been applied to some medical devices.  We are 
developing new field of application with our unique technology of 
synthesis and coating specialized in MPC polymers.

化学品
Fine Chemicals
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求む!
DDSプラットフォーム技術で貴社薬物の製品化を後押しします
A DDS platform technology to develop your active ingredient into an advanced product

05
〒226-8510 神奈川県横浜市緑区長津田町4259-3　東工大横浜ベンチャープラザW202
Tokyo Tech Yokohama Venture Plaza W202, 4259-3, Nagatsuta-cho, Midori-ku, Yokohama, Kanagawa 226-8510, Japan

045-511-8028　 https://www.smrj.go.jp/incubation/yvp/companylist/report/frr94k000000h7un-att/20150115-202-farnex.pdf

株式会社ファルネックス
Farnex Incorporated

東工大横浜ベンチャープラザ

Available in English

ファルネックスは、貴社薬物による優れた医薬品の製品化を後押しできるこ
とを願っています。弊社の非ラメラ液晶DDSプラットフォーム技術は、自由
自在な液晶制御技術、様々なニーズに対応可能な豊富な処方バリエーショ
ンに基づき、現在トレンドの創薬から生まれた中分子化合物や難溶性化合
物を含めて、薬物の持つポテンシャルを最大限引き出す可能性があります。
Farnex is willing to encourage your development of your active ingredient 
into a valuable medicinal product. Our non-lamellar liquid crystal DDS 
platform technology can bring out the potential of active ingredients, 
including medium-molecule compounds and poorly soluble compounds, 
based on a versatile liquid crystal control technique and a wide range of 
formulations adaptable for various needs.

求む!
抗体創薬・抗体探索に関する事業提携パートナー
Alliance for antibody drug development and antibody discovery

06
〒464-0814 愛知県名古屋市千種区不老町1番　名古屋大学インキュベーション施設102号
#102, 1, Furou-cho, Chikusa-ku, Nagoya, Aichi, Japan

052-753-8654　 https://www.ibody.co.jp/

iBody株式会社
iBody Inc.

名古屋医工連携インキュベータ（NALIC）

Available in English

iBody株式会社は、ヒト（患者）や動物が持っている天然の抗体を網羅的、迅速（2日間）に取得する技術
（Ecobody技術）を用いて新規抗体医薬品の開発や抗体探索受託を行っています。創薬においては、
従来の医薬品で効果が不十分であった固形がんや、自己抗体が疾患原因となっている自己免疫疾患
に対する治療薬の開発に重点的に取り組んでおり、現在複数の研究開発プロ
ジェクトが進行中です。
iBody Inc. is working on drug discovery of novel antibody therapeutics with its 
original platform technology “Ecobody-technology” which enables the rapid 
and exhaustive isolation of desired antibodies from tissue samples and small 
amounts of blood collected from humans. 
We focus on solid cancers and autoimmunedisorders with high unmet medical 
needs to develop highly valuable drugs.

求む!
独自のファイバー足場を用いた神経と筋の3次元培養
3D-cell culture of neurons and myocytes on fiber scaffolds

07
〒600-8491 京都府京都市下京区鶏鉾町480　オフィス・ワン四条烏丸11階
11F, 480, Niwatori-boko-cho, Shimogyo-ku, Kyoto city, Kyoto, Japan

075-754-8910　 https://scad-kyoto.com/

株式会社幹細胞＆デバイス研究所
Stem Cell & Device Laboratory, Inc. (SCAD)

クリエイション・コア京都御車

当社は、多能性幹細胞関連技術とマイクロエンジニアリングに立脚したベンチャー企業です。独自のファ
イバーシートを足場材に用いた3次元細胞培養をコア技術として、薬理試験や毒性試験での使用に向
けた新規な細胞デバイスとそれを用いたアッセイ系の開発に取り組んでいます。現在は、主に神経細胞
と筋細胞を取り扱っています。疾患特異的iPS細胞にも対応できますので、細胞培養に関する皆様の
ニーズをお聞かせください。
At Stem Cell & Device Laboratory, Inc. (SCAD),  we develop novel and 
unique 3D-cell culture devices and in vitro assays for efficacy and 
toxicity testings in drug discovery research. Currently, we are working 
on neurons and myocytes, including those derived from disease specific 
hiPS cells. We are looking forward to discussing with you about your 
needs in 3D cell culture and disease modelings. 

Available in English

創薬・診断
Therapeutic Drug / 

Diagnostic

創薬・診断
Therapeutic Drug / 

Diagnostic

創薬・診断
Therapeutic Drug / 

Diagnostic

求む!
微細藻類（クロレラ）のFoodtech／機能性成分の開発に興味がある方
Interested in developing Foodtech/functional components for microalgae (Chlorella)!

08
〒277-0882 千葉県柏市柏の葉5-4-6
5-4-6, Kashiwanoha, Kashiwa, Chiba, Japan

04-7138-6207　 https://algalbio.co.jp

株式会社アルガルバイオ
AlgalBio　Co.,Ltd

東大柏ベンチャープラザ

Available in English

株式会社アルガルバイオは、先端育種等で得られた約3000株の微細藻類をもとに、Foodtechや化粧
品等の機能性成分を提供します。（１）カロテノイドの種類と含有量の変化で、様々な色調を示す「七色
クロレラ」は、健康食品として開発できます。（２）「エルカ酸」、「ネルボン酸」等の希少な長鎖不飽和脂肪
酸をつくる株も保有しています。ユニークな微細藻類株の開発にご興味ある方はぜひご連絡ください。
AlgalBio Co., Ltd. provides functional components for foodtech and 
cosmetics using unique microalgae. (1) “Nanairo chlorella”, which 
shows vivid colors due to changes in carotenoid　species and 
content, can be developed as a food. (2) We also have the strains 
that produce rare unsaturated fatty acids such as erucic acid and 
nervonic acid.  If you are interested in microalgae, please contact us.

ヘルスケア
Healthcare
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求む!
高品質の核酸原薬をお届けします。
Delivery of High-quality Oligonucleotide APIs

09
〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目5-2神戸国際ビジネスセンター
5-5-2, Minami-machi, Minatojima, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, Japan

078-599-9495　 -

株式会社ナティアス
NATiAS Inc.

神戸医療機器開発センター（MEDDEC）

Available in English

我々は高品質な核酸原薬を製造し、創薬を支援するベンチャーです。独自のBlockmer原料を開発し、
それを用いて高品質な核酸原薬を製造いたします。核酸原薬は1mg〜1kgを提供可能で、各種修飾ヌ
クレオシドや光学活性体まで対応可能です。Blockmer原料や核酸原薬製造装置の販売、核酸原薬
製造方法のライセンス、プロセス開発も行っておりますので、お気軽にお声がけください。
W e h a v e d e v e l o p e d t h e n e w s y n t h e t i c m e t h o d f o r 
ol igonucleotide APIs using segmental nucleot ide units 
(Blockmers).  Blockmers were synthesized separatory and 
the target sequence was built via solution or solid phase 
synthetic method.  It can reduce time, cost on synthetic and 
purificatory steps and improve the yield and purity of your 
desired oligonucleotide.  We introduce innovative route for 
oligonucleotides manufacturing.

求む!
ナノデバイスでがんをやっつける！
Saving Inoperable Cancer Patients!

10
〒226-8510 横浜市緑区長津田町　4259-3　東工大横浜ベンチャープラザ　E207
#E207, 4259-3, Nagatsuta-cho, Midori-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan

045-532-9565　 http://www.medigear.co.jp/

メディギア・インターナショナル株式会社
MediGear International Corporation

東工大横浜ベンチャープラザ

Available in English

当社は、標準療法等で見放されたがん患者のQOLを向上させ、医師の手技レベルに左右されず医療の
均質化を容易に実現する「腫瘍標的型低侵襲療法」を開発しています。この新療法をいち早く手の届く
価格で提供し、東工大発の医療技術で世界の医療に貢献することが当社のミッションです。本療法は、
当社と東京工業大学 生命理工学院 近藤研究室との共同研究で開発を進めています。
Our proposal utilizes a mechanism specific to the tumor 
tissue called the “EPR effect,” in which nanoparticles of tens 
to several hundreds of nm in size permeate and stay in the 
tumor and inflammation site. Therapy using this nanodevice 
is drug-free, as it works by physically blocks oxygen and 
nutrition from the bloodstream. 

求む!
血栓にかかわる病気の診断・検査システム開発に関心のある企業パートナー
We are honored to introduce the groundbreaking blood tests to partners who are interested in thrombotic and 
bleeding disorders

11
〒860-0812 熊本県熊本市中央区南熊本3-14-3 くまもと大学連携インキュベータ　303
#303, 3-14-3, Minami-Kumamoto, Chuo-ku, Kumamoto city, Kumamoto 860-0812, Japan 

090-9079-1822　 https://www.smrj.go.jp/incubation/kdri/companylist/report/favgos0000002lwf-att/kdri_trl.pdf

株式会社　血栓トランスレーショナルリサーチラボ
Thrombo Translational Research Lab Inc.

くまもと大学連携インキュベータ

Available in English

血栓（血液の塊）の異常によって引き起こされる病気（例えば脳梗塞などの血栓症）の治療を支援して、
治療効果を高める新たな血液検査を提供します。現在、代表者が米国スクリップス研究所において発見
した血栓形成機序に基づく新規の血液凝固検査薬の製品化に取り組んでいます。最先端の血栓に関
する情報を有しており、グローバルネットワークを生かした高い技術力から、血栓に関連した創薬などの
受託研究サービスも提供します。
Our goal is to provide blood tests for treating patients with disorders caused 
by abnormalities in thrombus formation (e.g., thrombosis including stroke). 
We are currently developing novel blood coagulation test kits based on the 
unveiled mechanism of thrombus formation by Dr. Kamikubo. We also provide 
contract research services such as drug discovery in the areas of thrombosis 
and bleeding.

化学品
Fine Chemicals

ヘルスケア
Healthcare

求む!
誰でもどこでも簡単に！遺伝子検査紙C-PAS
On-site genetic testing strip "C-PAS"

12
〒980-8579 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-40 T-Biz307
T-Biz307, 6-6-40 Aramaki-Aza-Aoba, Aoba-ku,Sendai, Miyagi, Japan

022-721-7822　 https://www.t-bioarray.com/

株式会社TBA
TBA Co., Ltd.

T-Biz（東北大学連携ビジネスインキュベータ）

Available in English

遺伝子検査紙「C-PAS」を開発・製造しています。ターゲット遺伝子が検査紙上の青色ラインで検出さ
れます。デング熱、結核、等の感染症検査や薬剤耐性遺伝子検出を、PCRベースの確定検査として実施
可能です。ベトナムにおいて臨床試験を行い、現行法のリアルタイムPCR検査およびNS1抗原検査と良
い相関を得ました。等温増幅を適用したPOCTの開発も行っています。国内外の研究機関や企業と協
業しております。
We developed and manufacture genetic testing strip C-PAS, which detects 
target gene with blue line on the strip. It enables PCR-based confirmation 
test, for infectious diseases like Dengue and TB, and Drug Resistance 
gene detection. We did clinical trial in Vietnam, which result showed good 
correlation with Realtime-PCR and rapid test. More POCT using Isothermal 
Amplification under development.

創薬・診断
Therapeutic Drug / 

Diagnostic

創薬・診断
Therapeutic Drug / 

Diagnostic
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求む!
抗体で切り拓く、未来の医療
Our Antibodies open up Future Therapy

13
〒153-0041 東京都目黒区駒場4-7-6　パークビル
4-7-6, Komaba, Meguro-ku, Tokyo, Japan

03-5738-1705　 https://www.ppmx.com/

株式会社ペルセウスプロテオミクス
Perseus Proteomics Inc.

名古屋医工連携インキュベータ（NALIC）

Available in English

弊社は東大先端研からタンパク質発現等の研究成果を受け、さらに継続的に他の新技術を取り入れ、
がん治療薬抗体を開発しています。力強い創薬の実現は、長年に渡って培ってきた抗体作製もの創り技
術です。抗体を実際に作製し、(1)標的選定、(2)タンパク質発現、(3)抗体作製へとつなぐプロセスを確
立しているところが強みです。独自の技術から創り出された抗体を、製薬事業パートナーとともに世界の
患者様にお届けしたい。
Perseus Proteomics is aiming to develop cancer therapeutic antibodies, 
originated from research achievements at Tokyo University. Our implementing 
power is raised by long term Drug Discovery. Our strength is established our 
process through (1) Choosing target, (2) Expressing target and (3) Fishing 
right antibody. Our mission is to deliver Created antibodies to pharmaceutical 
companies worldwide.

求む!
染色体解析とバイオ医薬品の生産効率化のご依頼をお待ちしてます！
We are professionals that monoclonality analysis of CHO cells.

14
〒683-8503 鳥取県米子市加茂町2丁目180番地 国際ファミリープラザ6階
6F, 2-180, Kamo-cho, Yonago, Tottori, Japan

078-599-9383　 http://chromocenter.com/

株式会社chromocenter
chromocenter Inc.

神戸健康産業開発センター（HI-DEC）

弊社は、国内外の様々な医療用細胞（iPS細胞など）・医薬品生産細胞の染色体解析評価を実施させて
頂いております。特に、バイオ医薬品生産細胞におけるモノクロナリティ―評価については、FDA（アメリ
カ食品医薬品局）に認めて頂き、製薬企業・医薬品製造受託機関にもご活用頂いております。また、特
許技術人工染色体ベクターなどを用いて動物細胞によるバイオ医薬品
をはじめとした物質生産技術開発にも取り組んでいます。
We are the one and only in the world, that could determine the 
cell monoclonality of biopharmaceutical production cells from the 
chromosomes!Methods to prove cel l monoclonal ity , which are 
recognized by FDA.We are also working to improve the efficiency of 
biopharmaceutical production cells using our unique patented artificial 
chromosome vector.

求む!
業務提携
Alliance

15
〒260-0856 千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-15　千葉大亥鼻イノベーションプラザ　208
#208, 1-8-5, Inohana, Chuo-ku, Chiba city, Chiba, Japan

043-221-0831　 http://www.a-clip.jp

株式会社A-CLIP研究所
A-CLIP　Institute　Co.,Ltd.

千葉大亥鼻イノベーションプラザ

Available in English

30年以上にわたる炎症性疾患と感染症の基礎研究と国際共同研究の成果に基づいて、診断薬や
治療薬の研究開発を推進し、難病やパンデミック感染症など高齢者社会と国際貢献をめざします。

【トピックス】1）医薬品の開発：新規リコンビナント抗体医薬VasSFの開発 2）新型コロナウイルス
感染症の治療法と診断法の開発 3）診断キット：血管炎の迅速診断「ANCA-Fast」キット 4）イン
フルエンザキット（アジア向け） 5）新バイオマーカー：抗-モエシン抗体 6）国際支援事業：欧米、
アジア（共同研究の推進）
Development of diagnostic markers and medicine in the field in Inflammation 
and Infectious diseases Based on research works for over 30 years.
[Topics] 1) Development of new antibody drug: VasSF 2) Development of 
therapeutic drug and diagnostic for COVID-19 3)  [ANCA-Fast(TM)] : Test kit 
for vasculitis 4) Flu kit for Asian countries 5) New biomarkers [anti-moesin 
antibody] 6) International Collaborations in USA, Europe, and Asia

Available in English

創薬・診断
Therapeutic Drug / 

Diagnostic

創薬・診断
Therapeutic Drug / 

Diagnostic

再生医療・細胞（治療）
Regenerative Medicine /  

Cel Therapeutics

求む!
幹細胞を活用するタイムマシン的がんの根本的治療法開発
Time Machine Therapy for Cancer Exploiting Stem Cells

16
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大インキュベータ
1-1-1, Tsushima-naka, Kita-ku, Okayama city, Okayama, Japan

090-7579-2259　 https://www.smrj.go.jp/incubation/od-plus/companylist/report/frr94k00000313tr.html

株式会社ランファム
The Laboratory of Natural Food and Medicine Co.Ltd

岡山大インキュベータ

Available in English

岡山大学ヘルスシステム統合科学研究科妹尾教授の研究を事業化する岡山大学発Bioベンチャー企業。幹細胞から「がん
幹細胞」を生み出す技術を用いて依頼者の細胞からがん幹細胞を作成し、これを精査することでがんの発症前からでも個々
人に合ったがん治療法構築を試みます。様々な遺伝背景をもつがん幹細胞をコレクション化してデータベースを構築し、制が
ん剤スクリーニングに利用できるサービスを提供する。これにより、がんの早期
治療を目指す未来予測型の事業です。
We are the start-up venture company enterprising the technology to convert customers’ 
stem cells into cancer stem cells (CSCs). We are establishing the service to predict the 
personal cancer using the CSCs and design the therapies, even before suffering from 
cancer, suitable for the customers as the “Ultimate Precision Medicine”. Developed CSCs with 
different genomic background will help the collection and database of CSCs. Our predictive 
style will lead to the quintessence cancer therapy.

創薬・診断
Therapeutic Drug / 

Diagnostic
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求む!
医学・理化学研究分野へのフィルム・テープ等の微細な受託加工します。
We perform fine contract processing such as films and tapes for medical and physics research fields.

17
〒611-0041 京都府宇治市槇島町大川原57-1
57-1, Ohgahara, Makishima-cho, Uji, Kyoto, Japan

0774-29-9037　 http://www.cstec-jp.com

シーエステック株式会社
CSTEC　CORPORATION

神戸健康産業開発センター（HI-DEC）

Available in English

当社は、フィルム、テープの精密加工メーカです。プレス加工では困難な微細加工の穴や流路は、特殊な
レーザー加工で対応します。高額な金型の負担が出来ない、小LOTのマイクロ流路で自由な設計によ
りご評価でき試作段階より、素材や形状の提案を行い特殊レーザー加工によりイニシャルがかからず1
チップから短納期でのお届けが可能です。高機能、高品質、短納期でお答えする技術とスピードをモッ
トーとしています。
Film and tape and the like in addition to the precision processing 
business in recent years, micro-machining needs special laser 
machines. This laser is ultra-micro-machining, micro chip, or flow 
path is considering business meeting to the desired. The initial 
investment cost-benefits, zero cost, one can be purchased, from 
a variety of different shapes and structures can try. 

求む!
オーダーメイド乳酸菌で個別化栄養を実現！
Realize personalized nutrition with bespoke lactic acid bacteria!

18
〒850-0862 長崎県長崎市出島町1-43-102ながさき出島インキュベーション施設D-FLAG
#102, 1-43, Dejima-cho, Nagasaki city, Nagasaki, Japan

070-5694-4140　 http://healstar.jp/

出島トンボロ株式会社
Dejima Tombolo Co.,Ltd

ながさき出島インキュベータ（D-FLAG）

製法特許技術の活用や機能性乳酸菌を使用したオリジナリティーの高い食品の開発の他、長崎県内の
アカデミア機関と共同で個別化栄養のためのオーダーメイド乳酸菌の研究開発を行っており、オリジナ
ル乳酸菌製品の開発および商品化支援を行っています。全国の素材や技術を活用し、商品を通して生
まれる新たな価値と豊かな生活を繋ぐ地域商社として活動しています。
In addition to utilizing manufacturing process patented technology and 
developing highly original foods using functional lactic acid bacteria, 
we are conducting research and development of custom-made lactic 
acid bacteria for personalized nutrition in collaboration with academia 
institutions in Nagasaki Prefecture. 
We support the development of original  products.

求む!
発酵培養を通して最適な機能性原料を提供します。
We provide optimal functional materials through fermentation culture.

19
〒921-8836 石川県野々市市末松３丁目570番いしかわ大学連携インキュベータ
3-570, Suematsu, Nonoichi, Ishikawa, Japan

076-204-9885　 http://ohtalab.com

OHTA合同会社
Optimal Health Total Approach LLC.

いしかわ大学連携インキュベータ（i-BIRD）

i-BIRDにおいて地域の企業と大学連携で天然素材を健康社会実現のために結び付ける研究を推進してお
ります。今回の展示は有限会社三吉商店と発芽大豆技術で機能性食品原料の研究、金沢網善の甘麹を活
用した天然甘味料の研究、またマレーシアのマングローブ炭の多孔質を利用したバイオコロニーによる重油
分解についてご紹介します。炭の多孔質を応用した開発について賛同
企業様向けに原料サンプルの無償提供も行っております。

OHTA institute provides stable supply of functional ingredients 
derived from fermentation  materials and fungi raw materials based 
on pharmaceutical research.
At the OHTA institute,
Professor Emeritus of Kanazawa University ‘Tomihisa Ota’ is 
researching as the director of the research institute.
OHTA provides biotechnological achievements to companies.

再生医療・細胞（治療）
Regenerative Medicine /  

Cel Therapeutics

Available in English

ヘルスケア
Healthcare

ヘルスケア
Healthcare

求む!
神戸にある大学発のバイオベンチャーで、長年にわたり「シコニン」を研究してまいりました。
We have been researching "Shikonin" for many years as a bio-venture from a university in Kobe.

20
〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通4-2-18　昭和住宅　福本ビル803
#803, 4-2-18, Hachiman-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, Japan

078-200-2901　 http://www.pharmacrea.com

株式会社ファルマクリエ神戸
Pharmacrea Kobe Co. Ltd.

神戸医療機器開発センター（MEDDEC）

弊社は、１０年以上前より紫根の薬効成分であるシコニンを研究してまいりました。シコニンは創傷
治癒、抗アレルギー、抗炎症作用など種々の薬効を有しますが、紫根からの抽出精製が困難で、また物
質的に不安定であるという問題点がありました。我々は、これらの問題を解決し、水分散シコニン溶液 
WAKI を開発（特許）し、化粧品原料などとしてお使いいただいています。このシコニンの、肌だけではな
く口腔内の作用も研究しております。
We have been studying shikonin, a medicinal ingredient of purple root, for 
more than 10 years. Shikonin has various medicinal effects such as wound 
healing, anti-allergy, and anti-inflammatory action, but it has problems that it is 
difficult to extract and purify from the purple root and it is physically unstable. 
We have solved these problems, developed (patented) the water-dispersed 
shikonin solution WAKI, and used it as a raw material for cosmetics. We are 
studying the effects of shikonin not only on the skin but also in the oral cavity.

ヘルスケア
Healthcare
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求む!
化粧品の新規開発・共同開発など、お気軽にご相談ください。
Regarding new development or collaborative development of cosmetics, please feel free to consult us. 

21
〒611-0041 京都府宇治市槇島町落合121-1
121-1, Ochiai, Makishima-cho, Uji, Kyoto, Japan

0774-23-5868　 www.logic-c.com

株式会社ロジック
Logic Co.,Ltd

立命館大学BKCインキュベータ

Available in English

弊社は1980年に京都に拠点を構えて以来、化粧品製造を続けて参りました。皮膚科クリニック、エステ
サロン専売化粧品の開発製造で培ったノウハウを生かし、訴求力のある商品開発・効果を実感できる
化粧品開発のため、努力を続けています。
Since our establishment in 1980 in Kyoto, we have been manufacturing cosmetics. Utilizing the know-
how cultivated in the development and manufacture of dermatology clinics and beauty salon exclusive 
cosmetics, we are continuing our efforts to develop cosmetics that can realize appealing product 
development and effects.

求む!
COVID-19予防対策！　抗体検査サービス及び、キット製品の販売協力
Infection prevention and control for COVID-19! We look for partner companies in services and R&D for COVID-19.

22
〒351-0104 埼玉県和光市南2-3-13　和光理研インキュベーションプラザ206号室
#206, 2-3-13, Minami, Wako, Saitama, Japan

048-424-5722　 http://prote.jp/

株式会社プロテックス
PROTECTS Co.,Ltd.

和光理研インキュベーションプラザ

COVID-１９予防対策、新型コロナウイルス抗体検査を中心にご紹介いたします。弊社の抗体検査キッ
トでは、抗原として、ウイルス表面上のスパイク構造に類似した３量体スパイクタンパク質を使用していま
す。この３量体抗原は、単量体に比べて、抗新型コロナウイルス抗体への親和性が高いことが予測されま
す。その他に、イムノクロマトや計測装置でウイルス等を検出する低価格な検出系を紹介いたします。
　
We would like to present our COVID-19 antibody tests for infection 
prevention and control. The tests were produced using trimeric spike 
proteins as antigen that mimic spike structure on native virus, because 
the trimers bind to specific antibodies with higher affinity than monomers. 
Meanwhile, we also would like to present our inexpensive and easy-to-use 
detection systems for viruses and bacteria.

求む!
マラリアやデング熱、新型コロナ等の感染症、免疫系疾患の研究用血球様細胞を提供します。
Provides blood cell-like cell products for the study of malaria, DENV, COVID-19 and other infectious diseases and immune system diseases.

23
〒615-8245 京都市西京区御陵大原1-36 京大桂ベンチャープラザ
1-36, Goryo-ohara, Nishikyo-ku, Kyoto city, Kyoto, Japan

075-381-3008　 http://www.micantechnologies.com

マイキャン・テクノロジーズ株式会社
MiCAN Technologies Inc.

京大桂ベンチャープラザ（北館）

研究用特殊血球様細胞の提供を通じて、感染症や免疫系疾患の研究を劇的に加速させます。再生医療技
術を用いて作製した当社の『Mpv細胞』と『Mylc細胞』は、マラリアやデング熱、新型コロナウイルス等の感染
症、および免疫系疾患の研究に必要な実験用細胞の課題を解決
し、これらの分野の研究を進展させるお手伝いをいたします。

Dramatically accelerate research on infectious diseases and 
immune system diseases by providing special blood cell-like cells 
for research.
Our MPV and other experimental cells, produced with regenerative 
medicine technologies, will solve the shortage of experimental cells 
for researches on malaria, DENV, COVID-19 and other infectious 
diseases, and help researchers accelerate their experiments 
exponentially.

Available in English

Available in English

ヘルスケア
Healthcare

再生医療・細胞（治療）
Regenerative Medicine /  

Cel Therapeutics

創薬・診断
Therapeutic Drug / 

Diagnostic

求む!
1細胞、タンパク、抗体などを超微量でデジタル塗布や高精度で分注
Digital coating and highly accurate dispensing for very small quantity of single cell, protein, antibody etc.

24
〒399-0732 長野県塩尻市大門五番町79-2
79-2, Goban-cho, Daimon, Shiojiri, Nagano, Japan

0263-51-1734　 https://www.microjet.co.jp/

株式会社マイクロジェット
MICROJET Corporation

農工大・多摩小金井ベンチャーポート

当社はインクジェットを応用して各種バイオマテリアルをデジタルパターニングや高精度分注する装置
を自社開発し販売しています。今回は新製品として、ナノリットルで溶液を高精度分注できるPicoJetを
紹介します。各種バイオチップ作製や超微量高速分注に最適です。また、細胞株開発を大幅に効率化で
きる１細胞分注機「x.sight」も紹介します。限界希釈の省力化やセルソーターの煩雑な扱いでお悩みの
方にお勧めです。
We develop and sell device for digital patterning and high precision 
dispensing of biomaterials with inkjet technology. We introduce new 
PicoJet dispensing nanoliter solution with high precision best for 
biochips, and single-cell dispenser “x.sight” greatly improving efficiency 
of cell line development. Good for labor saving of limiting dilution and 
avoiding complicated handling of cell sorter.

機器・分析（サービス）
Medical Device /  

Analytic Equipment & Service

Available in English

14 15



求む!
研究や実験で「こんな道具があれば」とお困りではないでしょうか。お気軽にお声がけ下さい。
We will help your problem ” I wish I had such a tool...”

25
〒627-0042 京都府京丹後市峰山町長岡1750-1
1750-1, Nagaoka, Mineyama-cho, Kyotango, Kyoto, Japan

 0772-62-1020　 https://ease-up.sakura.ne.jp/

株式会社積進
Sekishin Co.,Ltd.

クリエイション・コア京都御車

当社では、オーダーメイドで理化学機器分野の器具、機器を作成しております。研究や実験などで、「こ
んな道具があれば」とお困りではないでしょうか。是非お気軽にお声がけください。

We make custom-made instruments and equipment in the field of 
physics and chemistry equipment.

求む!
分析・解析サポートが必要な方
For the support of your analysis

27
〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目7番1号（JFE商事ビル）
2-7-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 0120-643-777　 https://www.jfe-tec.co.jp/

JFEテクノリサーチ株式会社
JFE Techno-Research Corporation

神戸医療機器開発センター（MEDDEC）

医薬品や再生医療等製品で品質管理が厳しく求められる昨今、弊社の新しい分析・解析技術で創薬・
製剤研究及び品質管理をサポートいたします！医薬品の不純物解析や品質管理試験、バイオ医薬品の
輸送評価試験（振動試験）、ナノ材料評価技術などの受託試験を実施しております。
ワクチン、バイオ医薬品中の元素不純物分析、類縁物質の構造解析、タ
ンパク質製剤の輸送評価でお困りの研究者様、品証の方など、ぜひお
問合せください。
JFE Techno-Research Corporation are supporting development and 
quality control with nondestructive inspection system, nano material 
evaluation technique and microanalysis technology, etc. about innovative 
drug development, a medicine manufacturing study and quality control, 
etc. in our company. We have begun “impurities analysis business of 
medical supplies” newly this time.

求む!
医薬品・機能性食品シーズを探している製薬・食品企業
Pharma and food partners to develop new drugs and functional foods

26
〒113-0033 東京都文京区本郷3-4-5 ハイムお茶の水2階D室
2F, #D, Heim Ochanomizu, 3-4-5, Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

03-5684-8570　 www.genome-pharm.jp

株式会社ゲノム創薬研究所
Genome Pharmaceuticals Institute Co., Ltd.

東大柏ベンチャープラザ

帝京大学医真菌研究センターの関水和久教授の研究成果を事業化することを目的として、設立されたバイ
オベンチャー企業です。製薬企業様、食品メーカー様からの受託研究なども積極的に行っております。
事業内容
１．感染症の治療に有効な新規抗生物質の開発
２．自然免疫活性化等を指標とした自然食品の開発及びその受託業務
３．カイコの疾患モデルの開発及びその受託業務

A bio-venture company of cooperation between industry and academia. And that is established to
rely on research of Professor Sekimizu of Institute of Medical Mycology, 
Teikyo University to put into practical use. 
1.To develop antibiotics
2.To develop functional health foods using innate stimulant index, and its 
entrusted business
3.To develop disease models using silkworm, and its entrusted business

機器・分析（サービス）
Medical Device /  

Analytic Equipment & Service

機器・分析（サービス）
Medical Device /  

Analytic Equipment & Service

ヘルスケア
Healthcare
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中小機構の
インキュベーション

全国29拠点、入居企業数約500社。
中小機構は国内最大級のインキュベーション事業者です。
SME Support, JAPAN has 29 incubation facilities nationwide 
and around 500 tenant companies.
We are the largest incubation business operator in Japan.

Incubation by Organization for
Small & Medium Enterprises and 
Regional Innovation, JAPAN （SME Support, JAPAN）

インキュベーションとは、英語で“（卵な
どが）ふ化する”という意味で、これにな
ぞらえ、新しいビジネスの成長・事業化

を促進することを「（ビジネス）インキュベーション」
と称し、そのための施設を（ビジネス）インキュベータ

（略称：BI施設）と呼びます。

Incubation means to “hatching”. In accord 
with this meaning, we cal l promoting 
growth and commercialization of new 
businesses as “business incubation”, and 
facilities used for this purpose as Business 
Incubation Facilities （BI）.

BI

インキュベーションマネージャー（IM）とは、 
インキュベーション入居企業および周辺地域
の企業の皆さまの新規事業の展開を様々な 

面からサポートするために、施設内のIM室に常駐する支援 
スタッフです。中小機構のインキュベーションでは、中小 
機構のほか、自治体、支援機関、大学等の様々な組織から編
成されたIMにより多面的に企業支援を行っています。

Incubation Managers （IM） are support staffs who reside in an IM room in facilities, in order to support 
incubation tenants as well as companies surrounding the facilities to develop new businesses from 
various aspects. Our incubation supports companies multi-functionally through IM that include 
regional public organizations, support organizations, universities as well as our organization.

IM

中小機構は、国の公的機関（経済産業省所管独立行政法人）として、中小企業が
抱える課題や要望について、様々な角度から具体的な支援策を提供しています。
中小機構のインキュベーション事業は、全国ネットワークと公的セクターである
という特性を活かし、皆さまのお役に立つとともに、将来に向けての新しい産業 
構造の構築・地域経済の発展に寄与することを目指しています。

As a national public organization （independent administrative institution 
under the jurisdiction of the Ministry of Economy, Trade and Industry）, 
SME Support, JAPAN provides specific supporting measures from 
various angles for issues faced by small and medium enterprises （SMEs） 
and to meet demands. By taking advantage of our unique characteristics 
of having national networks and being in the public sector, we help 
your businesses and contribute to the development of new industrial 
structures and vitalization of regional economies for the future. This is 
our incubation project.

インキュベーション施設では、皆さまに適
した事業スペースを提供する「ハード」と、
インキュベーションマネージャー（IM）を

通じ様々なサービスを提供する「ソフト」の2つの側面
により、ビジネスをサポートしています。

At Incubation Facilities, 
we support your businesses in two aspects. One is tangible 
support or the “hard” aspect which provides business spaces 
suitable for you, and the other is intangible support or the “soft” 
aspect which provides various services through resident experts 
called Incubation Managers （IM）.

サポート体制
Support System
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中小機構のインキュベーション（今回出展分のみ）
Our Incubation facilities
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独立行政法人 中小企業基盤整備機構 創業・ベンチャー支援課
〒105-8453  東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル Tel.03-5470-1574
37th Mori Bldg. 3-5-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-8453, Japan

https://www.smr j.go. jp/incubation/

東　北
01  T-Biz 

（東北大学連携ビジネスインキュベータ）
〒980-8579 
宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-40
TEL.022-726-5866　FAX.022-721-0630

関　東
02 和光理研インキュベーションプラザ

〒351-0104  埼玉県和光市南2-3-13
TEL.048-450-2041　FAX.048-450-2051

03 東大柏ベンチャープラザ
〒277-0882  千葉県柏市柏の葉5-4-19
TEL.04-7136-8815　FAX.04-7136-8850

04 千葉大亥鼻イノベーションプラザ
〒260-0856 
千葉県千葉市中央区亥鼻1-8-15
千葉大学亥鼻キャンパス内
TEL.043-221-0981　FAX.043-221-0982

05 農工大・多摩小金井ベンチャーポート
〒184-0012
東京都小金井市中町2-24-16
東京農工大学小金井キャンパス内
TEL.042-382-3855　FAX.042-382-1566

06 東工大横浜ベンチャープラザ
〒226-8510 
神奈川県横浜市緑区長津田町4259-3
TEL.045-989-2205　FAX.045-989-2206

07  名古屋医工連携インキュベータ
（NALIC）
〒464-0858
愛知県名古屋市千種区千種2-22-8
TEL.052-744-5110　FAX.052-744-5160

北　陸
08  いしかわ大学連携インキュベータ 

（i-BIRD）
〒921-8836  石川県野々市市末松3-570
TEL.076-246-4150　FAX.076-246-4270

近　畿
09 京大桂ベンチャープラザ  北館

〒615-8245 
京都府京都市西京区御陵大原1-36
TEL.075-382-1062　FAX.075-382-1072

10 クリエイション・コア京都御車
〒602-0841  京都府京都市上京区 
河原町通今出川下る梶井町448-5
TEL.075-253-5242　FAX.075-255-4684

11  神戸医療機器開発センター
（MEDDEC）
〒650-0047
兵庫県神戸市中央区港島南町7-1-16
TEL.078-306-1162　FAX.078-306-1163

12  神戸健康産業開発センター 
（HI-DEC）
〒650-0047 
兵庫県神戸市中央区港島南町6-7-4
TEL.078-304-6227　FAX.078-304-6890

13 立命館大学BKCインキュベータ
〒525-8577  滋賀県草津市野路東1-1-1
TEL.077-566-8333　FAX.077-566-8361

中　国
14 岡山大インキュベータ

〒700-8530 
岡山県岡山市北区津島中1-1-1
TEL.086-214-5711　FAX.086-214-5712

九　州
15くまもと大学連携インキュベータ

〒860-0812 
熊本県熊本市中央区南熊本3-14-3
TEL.096-364-5115　FAX.096-364-5116

　 ながさき出島インキュベータ　　
　 （D-FLAG）

〒850-0862
長崎県長崎市出島町1-43
TEL.095-811-6800　FAX.095-811-6801

中　部
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